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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　nビットの原始画像データをその階調の境界値によって区分される第１区間及び第２区
間の２つの区間に分け、前記原始画像データのガンマ特性によって予め決められた下記式
（１）、（２）に基づいて、前記第１区間及び前記第２区間別にnビットの前記原始画像
データをm（m＞n）ビットの第１補正データに補正する論理回路、及び、前記第１補正デ
ータをnビットまたは前記nビットより小さいビットの第２補正データに変換する多階調化
部を含むタイミング制御部と、
　前記タイミング制御部から出力される前記第２補正データに対応するデータ電圧を出力
するデータドライバーと、
　前記nビットの原始画像データをmビットの第１補正データに補正するための下記の式（
１）、（２）のパラメータを保存するメモリと、を備え
る、液晶表示装置。

【数１】

・・・（１）
【数２】
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・・・（２）
　ここで、前記パラメータに関して、
　Dは前記nビットの原始画像データ、
　BBは前記境界値、
　UN及びDNはそれぞれ前記第１区間及び第２区間の階調幅、
　UO及びDOはそれぞれ前記第１区間及び第２区間での多項式の次数であって、UOは１より
大きく前記式（１）を高次元に定義しており、
　MD1及びMD2はそれぞれ前記第１区間及び第２区間での前記原始画像データと前記第１補
正データとの差の最大階調値であり、
　前記論理回路は、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値以上の場合には、前記式（１）に基づいて
、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値より小さい場合には、前記式（２）に基づ
いて、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データと前記差Δとの和に２（m-n）を掛け合わせることで、前
記nビットの原始画像データをｍ－ｎビット桁上げしてｍビットの第１補正データに補正
する。
【請求項２】
　外部装置から入力されるnビットの画像データを、境界階調値に関して第１区間及び第
２区間に分け、前記画像データのガンマ特性により予め決定された下記式（１）、（２）
によって前記第１区間及び前記第２区間別にnビットの前記画像データをm（m＞n）ビット
の補正データに補正する論理回路と、
　前記論理回路の演算に必要な下記の式（１）、（２）のパラメータを保存する保存装置
とを含む
、液晶表示装置の駆動装置。
【数３】

・・・（１）
【数４】

・・・（２）

　ここで、前記パラメータに関して、
　Dは前記nビットの原始画像データ、
　BBは前記境界値、
　UN及びDNはそれぞれ前記第１区間及び第２区間の階調幅、
　UO及びDOはそれぞれ前記第１区間及び第２区間での多項式の次数であって、UOは１より
大きく前記式（１）を高次元に定義しており、
　MD1及びMD2はそれぞれ前記第１区間及び第２区間での前記原始画像データと前記補正デ
ータとの差の最大階調値であり、
　前記論理回路は、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値以上の場合には、前記式（１）に基づいて
、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値より小さい場合には、前記式（２）に基づ
いて、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データと前記差Δとの和に２（m-n）を掛け合わせることで、前
記nビットの原始画像データをｍ－ｎビット桁上げしてｍビットの第１補正データに補正
する。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置及びその駆動装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近来パソコンやテレビなどの軽量化及び薄形化によってディスプレイ装置にも軽量化及び
薄形化が求められており、このような要求によって陰極線管（CRT、cathode ray tube）
の代わりに液晶表示装置（LCD、liquid crystal display）のような平板表示装置（flat 
panel display）が開発されている。
【０００３】
液晶表示装置は二枚の基板の間に注入されている異方性誘電率を有する液晶物質に電界を
印加し、この電界の強さを調節して基板に透過する光の量を調節することによって所望の
画像を得る表示装置である。液晶表示装置は平板表示装置の中で代表的なものであって、
この中でも薄膜トランジスタをスイッチング素子として利用したTFT　LCDが主に使用され
ている。
【０００４】
R、G、B画素は、それぞれ電気光学的特性が異なるが、現在の液晶表示装置ではこれら画
素の電気光学的特性が同一であるという仮定下で同一の電気的信号が用いられる。この時
、RGBそれぞれの階調電圧に対する画素の透過率曲線（以下、"ガンマ曲線"とする）を測
定して見ると、RGB各色のガンマ曲線が一つの曲線として一致しない。このような結果に
より、階調別色感が一定ではなかったり、一方に激しく偏る場合がある。
【０００５】
　例えば、PVAモードの液晶表示装置では一般的に明るい階調ではR成分が多く、暗い階調
ではB成分が多い。これによって任意の色相を表示する時、暗い階調へ行くほど青くなる
問題が発生し、もしヒトの顔を表示する場合には青色系統の色感が加味されて冷たい色感
を示す問題点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明が目的とする技術的課題は、RGBガンマ曲線の色補正が可能な液晶表示装置を提供
することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
このような課題を解決するために本発明は、入力されるRGB画像データを色毎に独立的し
て変形させる。
【００１５】
　nビットの原始画像データをその階調の境界値によって区分される第１区間及び第２区
間の２つの区間に分け、前記原始画像データのガンマ特性によって予め決められた下記式
（１）、（２）に基づいて、前記第１区間及び前記第２区間別にnビットの前記原始画像
データをm（m＞n）ビットの第１補正データに補正する論理回路、及び、前記第１補正デ
ータをnビットまたは前記nビットより小さいビットの第２補正データに変換する多階調化
部を含むタイミング制御部と、
　前記タイミング制御部から出力される前記第２補正データに対応するデータ電圧を出力
するデータドライバーと、
　前記nビットの原始画像データをmビットの第１補正データに補正するための下記の式（
１）、（２）のパラメータを保存するメモリと、を備える、液晶表示装置。
【数５】

・・・（１）
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【数６】

・・・（２）
　ここで、前記パラメータに関して、
　Dは前記nビットの原始画像データ、
　BBは前記境界値、
　UN及びDNはそれぞれ前記第１区間及び第２区間の階調幅、
　UO及びDOはそれぞれ前記第１区間及び第２区間での多項式の次数であって、UOは１より
大きく前記式（１）を高次元に定義しており、
　MD1及びMD2はそれぞれ前記第１区間及び第２区間での前記原始画像データと前記第１補
正データとの差の最大階調値であり、
　前記論理回路は、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値以上の場合には、前記式（１）に基づいて
、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値より小さい場合には、前記式（２）に基づ
いて、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データと前記差Δとの和に２（m-n）を掛け合わせることで、前
記nビットの原始画像データをｍ－ｎビット桁上げしてｍビットの第１補正データに補正
する。
【００１６】
　外部装置から入力されるnビットの画像データを、境界階調値に関して第１区間及び第
２区間に分け、前記画像データのガンマ特性により予め決定された下記式（１）、（２）
によって前記第１区間及び前記第２区間別にnビットの前記画像データをm（m＞n）ビット
の補正データに補正する論理回路と、
　前記論理回路の演算に必要な下記の式（１）、（２）のパラメータを保存する保存装置
とを含む、液晶表示装置の駆動装置。
【数７】

・・・（１）
【数８】

・・・（２）

　ここで、前記パラメータに関して、
　Dは前記nビットの原始画像データ、
　BBは前記境界値、
　UN及びDNはそれぞれ前記第１区間及び第２区間の階調幅、
　UO及びDOはそれぞれ前記第１区間及び第２区間での多項式の次数であって、UOは１より
大きく前記式（１）を高次元に定義しており、
　MD1及びMD2はそれぞれ前記第１区間及び第２区間での前記原始画像データと前記補正デ
ータとの差の最大階調値であり、
　前記論理回路は、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値以上の場合には、前記式（１）に基づいて
、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データが前記境界値より小さい場合には、前記式（２）に基づ
いて、前記nビットの原始画像データと前記第１補正データとの差Δを算出し、
　前記nビットの原始画像データと前記差Δとの和に２（m-n）を掛け合わせることで、前
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記nビットの原始画像データをｍ－ｎビット桁上げしてｍビットの第１補正データに補正
する。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下では添付した図面を参照して本発明の実施例について本発明の属する技術分野におけ
る通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多
様変形形態で実現することができ、ここで説明する実施例に限るものではない。
【００２３】
次に、本発明の実施例による液晶表示装置及びその駆動装置について図面を参照して詳細
に説明する。
【００２４】
まず、図１を参照して本発明の実施例による液晶表示装置について説明する。
【００２５】
図１は本発明の実施例による液晶表示装置を示す図面である。
【００２６】
図１に示したように、本発明の実施例による液晶表示装置はタイミング制御部１００、デ
ータドライバー２００、ゲートドライバー３００及び液晶パネル４００を含む。
【００２７】
タイミング制御部１００は外部のグラフィック制御部（図示せず）からRGB原始画像デー
タ、同期信号（Hsync、Vsync）、DE信号、クロック信号（MCLK）などの提供を受ける。そ
して、タイミング制御部１００はRGB原始画像データを色補正してデータドライバー２０
０に出力し、データドライバー２００とゲートドライバー３００の駆動のためのタイミン
グ信号を生成して該当ドライバー２００、３００に出力する。
【００２８】
液晶パネル４００にはゲート信号を伝達する複数の横方向に長く延びるゲート線（図示せ
ず）が縦方向に多数並べられており（以下、横方向に配列と記す）、データ電圧を伝達す
る複数のデータ線（図示せず）が縦方向に配列されている。そして、液晶パネル４００に
はゲート線とデータ線を通じて入力される信号によって画像を表示する複数の画素（図示
せず）がマトリックス形態で形成されている。
【００２９】
データドライバー２００は色補正されたRGB画像データに該当する階調電圧を選択し、タ
イミング制御部１００からのタイミング信号に合せて階調電圧を画像信号として液晶パネ
ル４００のデータ線に印加する。ゲートドライバー３００はゲート駆動電圧生成部（図示
せず）で生成された電圧に基づいて走査信号を生成し、タイミング制御部１００からのタ
イミング信号に合せて走査信号を液晶パネル４００のゲート線に印加する。
【００３０】
この時、タイミング制御部１００は適応形色補正（adaptive color correction、ACC）を
行なえる色補正部５００を含めている。色補正部５００はタイミング制御部１００の外部
に実現されることもある。色補正部５００は初期起動後に外部からRGB原始画像データを
受信してRGB原始画像データに対応するRGB補正画像データ（以下、ACCデータとする）を
出力する。
【００３１】
詳しく説明すれば、色補正部５００は液晶表示装置の初期起動後に外部からRGB原始画像
データが入力されることによって原始画像データに対応するACCデータを抽出し、抽出さ
れたACCデータを多階調変換して出力する。この時、多階調変換される前のACCデータのビ
ット数は原始画像データのビット数と同一であるか原始画像データのビット数より大きい
場合もある。多階調変換された後のACCデータは原始画像データのビット数と同一である
のが好ましい。
【００３２】
以下では図２及び図３を参照して本発明の第１実施例による色補正部５００について詳し
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く説明する。
【００３３】
図２は本発明の第１実施例による色補正部を示す図面であり、図３は本発明の第１実施例
によってBガンマ曲線を目標ガンマ曲線に変更する方法を示す図面である。
【００３４】
図２に示したように、本発明の第１実施例による色補正部５００はRデータ補正部５１０
、Gデータ補正部５２０、Bデータ補正部５３０、及びこれらのR、G、Bデータ補正部５１
０、５２０、５３０に各々連結された多階調化部５４０、５５０、５６０を含む。
【００３５】
R、G、Bデータ補正部５１０、５２０、５３０は入力される各nビットのR、G、B原始画像
データを液晶特性に合うように予め決められたmビットのACCデータに変換した後、多階調
化部５４０、５５０、５６０に各々出力する。つまり、R、G、Bデータ補正部５１０、５
２０、５３０は各色原始画像データのガンマ曲線を補正する。このようなR、G、Bデータ
補正部５１０、５２０、５３０は原始画像データの各々nビットデータをmビットのACCデ
ータに変換するためのルックアップテーブル（lookup table、以下、LUTとする）を保存
しているROMとして構成される。そして、これらは各々異なるROMで構成でき、また一つの
ROMにすることもできる。
【００３６】
多階調化部５４０、５５０、５６０はmビット（m>n）ACCデータをnビットのACCデータ（R
´、G´、B´）に変換して出力する。ここで、多階調化部５４０、５５０、５６０は空間
的及び時間的にディザーリング（dithering）処理とフレームレートコントロール（frame
 rate control、以下、FRCとする）処理を行なう。このような多階調化部５４０、５５０
、５６０は一つの多階調化部（例えば、時分割多重入出力方式）で構成することもできる
。
【００３７】
図３に示したように、Bガンマ曲線を目標ガンマ曲線に変更するためには、例えば、１３
０階調に相当するB画像データを１２８．５階調に相当するB画像データに変えなければな
らない。詳しく説明すれば、外部から入力される１３０階調のB画像データを受信すれば
、B画像データの階調をB画像データの輝度に対応する目標ガンマ曲線の階調に補正する。
図３の例では１２８．５階調であり、この階調はBデータ補正部５３０のLUTに保存されて
いる。しかし、入力される原始画像データが８ビットのデータであれば、１２８．５階調
は表現できないので、さらに高いビットを使用して１２８．５階調を表現する。例えば、
１０ビットを使用すれば、１２８．５階調は５１４（=１２８．５×４）に対応させるこ
とができる。もちろん入力される８ビットよりさらに多くのビットに変換すれば色補正効
果が優れているということは当然のことである。
【００３８】
したがって、タイミング制御部１００に入力されるRGB画像データ（nビット）が表現でき
る階調レベルの個数である２n個に各々相当するmビット（m>n）のACCデータをR、G、Bデ
ータ補正部５１０、５２０、５３０のLUTに保存しておけばよい。そして、データドライ
バー２００に伝達される画像データはnビットまたはそれ以下のビットを使用するデータ
であるので、多階調化部５４０、５５０、５６０ではmビットのACCデータに対して空間的
ディザーリング処理と時間的FRC処理を行ってデータドライバー２００に提供する。
【００３９】
以下、このような多階調化部でのディザーリング処理方式とFRC処理方式について簡略に
説明する。
【００４０】
液晶パネルに表現できる一フレームでの１画素はX、Yの２次平面で示すことができる。X
は水平ライン数を示し、Yは垂直ライン数であるが、第1、第2、第3などのフレーム回数を
示す時間軸の変数をZと表現すれば、一つの地点での画素の位置に対する座標値はX、Y、Z
の３次元で表現できる。この時、固定されたX、Yでフレームが繰り返される間に画素がオ
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ンされる回数をフレーム個数で割り算した値を、その画素（Ｘ、Ｙ）のデューティ比率（
duty rate）という。
【００４１】
例えば（１，１）位置である階調レベルのデューティ比率が１/２であると仮定すれば、
（１，１）の位置では２フレームの中で１フレーム内に画素がオンされるということを示
す。したがって、液晶表示装置で様々な階調レベルを表現するためには、それぞれの階調
レベルごとにデューティ比率を設定しておいて、設定されたデューティ比率によって、画
素をオン／オフさせる。このような方法によって画素をオン／オフさせて、実効輝度を調
節する方式をFRC方式という。
【００４２】
しかし、このようなFRC方式だけで液晶表示装置を駆動すれば、隣接した画素が同時にオ
ン／オフされて、画面がちらつくフリッカー（flicker）が発生する。このようなフリッ
カー現象を除去するためにはディザーリング（dithering）方式が利用される。ディザー
リング方式は同じ階調レベルが隣接した画素で同時に発生しても、画素が実現される位置
、つまり、フレーム、垂直ラインまたは水平ラインの位置によって同一でないオン／オフ
値を有するように制御する方式である。
【００４３】
以下では図４を参照して、例えば１０ビットのACCデータを８ビットで表現するためのデ
ィザーリング処理及びFRC処理について説明する。
【００４４】
図４は１０ビットのACCデータを８ビットで表現するための方法を示す図面である。
【００４５】
１０ビットのACCデータは上位８ビットのデータと下位２ビットのデータに分けることが
でき、下位２ビットのデータは"００"、"０１"、"１０"または"１１"になる。この時、下
位２ビットのデータが"００"である場合を表示するためには隣接する４つの画素をすべて
上位８ビットのデータで表現すればよい。そして、下位２ビットのデータが"０１"である
場合を表示するためには隣接する４つの画素のうち一つの画素には上位８ビットのデータ
に１を足した値を表示すれば、４つの画素では平均的に下位２ビットが"０１"である場合
となる。この時、このようなフリッカーが発生しないように上位８ビット+１に該当する
画素の位置を図４に示したようにフレームによって移動させればよい。
【００４６】
同様に、下位２ビットが"１０"である場合には隣接する４つの画素で２つの画素を上位８
ビット+１のデータで表示し、下位２ビットが"１１"である場合には３つの画素を上位８
ビット+１のデータで表示すればよい。そして、この場合にもフリッカーが発生しないよ
うに８ビット+１のデータで表示される画素の位置をフレームによって変更させればよい
。図４では例として４n、４n+１、４n+２及び４n+３フレームによって画素の位置を変更
する方法を示している。
【００４７】
本発明の第１実施例ではタイミング制御部１００内にR、G、Bデータ補正部５１０、５２
０、５３０としてROMを使用したが、これとは異なってR、G、Bデータ補正部５１０、５２
０、５３０をRAMとして使用し、外部ROMから補正データをロードして使用することもでき
る。以下ではこのような実施例について図５及び図６を参照して説明する。
【００４８】
図５及び図６は各々本発明の第２及び第３実施例による色補正部の周辺部を示す図面であ
る。
【００４９】
図５に示したように、本発明の第２実施例による液晶表示装置は外部ACCデータ保存部７
００及びROM制御部６００をさらに含み、R、G、Bデータ補正部５１０、５２０、５３０は
揮発性のRAMで形成されている。
【００５０】
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外部ACCデータ保存部７００には第１実施例で説明した補正データとしてLUTが保存されて
おり、ROM制御部６００は外部ACCデータ保存部７００に保存されているLUTをＲ、Ｇ、Ｂ
データ補正部５１０、５２０、５３０にロードさせる。その後の方法は第１実施例と同一
であるので説明を省略する。
【００５１】
このように本発明の第２実施例によれば、外部補正データ保存部７００にLUTを保存する
ので液晶パネルを変更しても変更された液晶パネルに最適した補正データを保存するLUT
だけを変えて対応することができる。
【００５２】
本発明の第３実施例による液晶表示装置は図６に示したように色補正部５００が内部ACC
データ保存部８００をさらに含むという点を除けば本発明の第２実施例と同一である。
【００５３】
詳しく説明すれば、内部ACCデータ保存部８００は外部ACCデータ保存部７００のように前
述したLUTを保存しており、ROM制御部６００は外部またはACCデータ保存部７００、８０
０に保存されたLUTをＲ、Ｇ、Ｂデータ補正部５１０、５２０、５３０にロードさせる。
その後の動作は第１実施例と同一であるので説明を省略する。
【００５４】
このような本発明の第１乃至第３実施例ではLUTを保存するためのメモリ（ROMまたはRAM
）のデータビットが非常に大きくなる。例えば、８ビットデータを１０ビットデータに変
換するためにはＲ、Ｇ、Ｂデータ補正部５１０、５２０、５３０の全体ROMには７６８０
（=３×２５６×１０）ビットが必要である。このように色補正部５００に必要とするデ
ータビット数が大きくなれば、使用されるROMの量が増加し、これにより消費電力も増加
する。したがって、第１実施例で説明したルックアップテーブルをROMに保存する方式の
代りに、ASICのロジックを使用してルックアップテーブルに相当する機能が実現できれば
、メモリの容量を減らすことができる。
【００５５】
以下ではこのような実施例について図７乃至図１０を参照して説明する。
【００５６】
図７はACCデータと原始画像データの差を示す図面であり、図８は本発明の第４実施例に
よってACCデータを生成する方法を示す流れ図である。図９は本発明の第４実施例によっ
てメモリに保存されたパラメータをロードしてACCデータを生成する方法を示す図面であ
る。図１０は本発明の第４実施例によって補正されたACCデータとR画像データを示す図面
である。
【００５７】
本発明の第４実施例ではR、G、B画像データは２５６階調が表現できる８ビット信号と仮
定して、R、G、B画像データの好ましいACCデータと原始画像データの差、つまり階調差は
図７のように与えられると仮定する。ここで、好ましいACCデータとは液晶パネルの特性
によって決定された色補正された画像データのことである。
【００５８】
図７に示したように、G画像データ（G8bit）の好ましいACCデータは原始画像データと差
がなく、R及びB画像データ（R8bit、B8bit）の好ましいACCデータと原始画像データとの
差を示す曲線は略１６０階調を基準にして曲線の形態が変わる。また、Ｒ，Ｂ曲線はＧ曲
線つまり原始データに対して略対称関係にあって、原始データからの最大偏差は境界階調
点で６である。このような状況を考慮して、R及びB画像データ（R8bit、B8bit）とACCデ
ータ（RACC、BACC）の差（ΔR、ΔB）を近似的な数式で表現すれば、各々式（７）及び式
（８）のようになる。
【００５９】
【数１３】
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【００６０】
【数１４】

【００６１】
以下ではこのような式（７）及び式（８）を使用してR及びB画像データ（R8bit、B8bit）
のACCデータ（RACC、BAcc）を求めるロジックの流れについて図８を参照して詳しく説明
する。
【００６２】
まず、図８に示したように８ビットのR画像データ（R8bit）が入力されれば、この値と予
め設定された境界値１６０との大小を比較する（Ｓ５０１）。なお、図８に記した数字は
すべて十進法の数である。
【００６３】
R画像データ（R8bit）が境界値１６０より大きければR画像データ（R8bit）から境界値１
６０を引き（Ｓ５０２）、この値（R8bit－１６０）に１/（２５５－１６０）をかけるが
、この演算を速やかに行うため、１/（２５５－１６０）が１１/１０２４と大略同一であ
ることを利用して、（R8bit－１６０）に１１をかけた後、下位１０ビットを四捨五入す
るとよい（Ｓ５０３）。次に、（（R8bit－１６０）×１１/１０２４）の自乗と４乗を順
次に演算するが、この演算はASIC上でパイプラインで解決することができる（Ｓ５０４、
Ｓ５０５）。続いて前記演算結果（（（R8bit－１６０）×１１/１０２４）4）に６を掛
け（Ｓ５０６）、その結果である（６×（（（R8bit－１６０）×１１/１０２４）4））
を６から引いてΔRを式（７）のように求める（Ｓ５０７）。
【００６４】
R画像データ（R8bit）が境界値１６０より小さければ、境界値１６０からR画像データ（R

8bit）を引き（Ｓ５１１）、この値（１６０－R8bit）に１/１６０をかけるが、この演算
は１/１６０が大略１３/２０４８と同一であるので、（１６０－R8bit）に１３をかけた
後、下位１１ビットを四捨五入すればよい（Ｓ５１２）。次に、（（１６０－R8bit）×
１３/２０４８）に６をかける演算をし（Ｓ５１３）、６からこの演算された値（（１６
０－R8bit）×１３/２０４８）×６を引いてΔRを式（７）のように求める（Ｓ５１４）
。
【００６５】
段階（Ｓ５０７またはＳ５１４）で求められたΔRと８ビットのR画像データ（R8bit）と
を足し合わせ、R画像データの１０ビットACCデータ（RACC）を求めるために、足し合わせ
た値に４をかけて、つまり２ビット桁上げして、１０ビットに変換する（Ｓ５０８）。
【００６６】
同様に、B画像データ（B8bit）のACCデータ（BACC）もこのようにロジックで計算するこ
とができる。
【００６７】
このように本発明の第４実施例によれば、ACCデータを求めるために各画像データに対応
するACCデータをR、G、Bデータ補正部５１０、５２０、５３０上にLUTで保存する必要な
く、ASIC上で演算によって求めることができ、このようにLUTを保存するメモリ（ROMまた
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はRAM）が不要になる。しかし、メモリを使用せずにASIC上のロジックだけでこのような
演算を行なえば、ACCデータを変えなければらない時はASICのレイヤー（layer）を変えな
ければならない。このようなレイヤー変更の問題を解決するために演算を行なうのに必要
なパラメータだけをR、G、Bデータ補正部５１０、５２０、５３０のメモリに保存するこ
ともできる。
【００６８】
つまり、本発明の第４実施例のような場合には[表１]に示したようなパラメータだけをメ
モリに保存すればいいので、Rデータ補正部５１０のメモリは４８ビットのデータビット
だけを有すればよい。なお、原始データのビット数ｎのように、実施例では装置固有で不
変と思われるパラメータを、将来の汎用化に備えて、保存しても差し支えない。
【００６９】
【表１】

【００７０】
このような本発明の第４実施例では第１実施例でのR、G、Bデータ補正部５１０、５２０
、５３０に各々[表１]のシンボル（BB、MD、DO、UO、DN、UN）に該当するデータビット（
各々８ビット）だけを保存しおいて、図９に示したようにこのシンボルをロードしてロジ
ック計算をすればよい。
【００７１】
このように本発明の第４実施例によって補正されたACCデータ（RACC）は図１０に示した
ように原始画像データに比べて全体的に色温度が下がるので、これを利用して所望の色温
度に補正することができる。
【００７２】
このような本発明の第４実施例によれば、第１実施例でのR、G、Bデータ補正部５１０、
５２０、５３０は各々４８ビットのデータビットを有するメモリだけを有すればいいので
、第１実施例に比べてメモリ容量が１．８％（=３×４８/７６８０）に減る。また、第２
または第３実施例でのR、G、Bデータ補正部５１０、５２０、５３０、外部ACCデータ保存
部７００及び内部ACCデータ保存部８００がこのようなデータビットだけを有すればいい
ので、メモリ容量が第１実施例に比べて顕著に減る。
【００７３】
また、このようなデータをメモリに保存せずにロジック自体をこのような演算を行うよう
に実現すれば、メモリを使用しなくてもよい。ただし、この場合には様々な液晶パネルの
特性に対応できないという問題点がある。
【００７４】
そして、本発明の第４実施例では式（７）及び式（８）のような高次多項式を使用してAC
Cデータを演算した。このような高次式の演算をするためには何回もの掛け算演算をしな
ければならないので、ASICのパイプラインが複雑になることがあり、高次式を線形化でき
ればこのような問題が解決される。
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【００７５】
次に、ACCデータの演算式を線形化させた第５実施例について図１１乃至図１３を参照し
て説明する。
【００７６】
図１１は本発明の第５実施例によってACCデータを生成するために区間を分ける方法を示
す図面であり、図１２は本発明の第５実施例によってACCデータを示すグラフで一つの区
間を示す図面である。図１３は本発明の第５実施例によって補正されたACCデータと原始
画像データの色温度を示す図面である。
【００７７】
本発明の第５実施例では階調を一定の間隔に分けて各区間を線形化させてACCデータと原
データの差を計算する。例えば、図１１に示したACCデータと原始画像データ（原データ
）の差を示すグラフで、グラフの横軸である階調を示す軸を小さい間隔に分ければ、各区
間での曲線は大略的に線形化できる。
【００７８】
したがって、図１２に示したようにACCデータを示すグラフで各区間での境界点[（Xmin、
Ymin）、（Xmax、Ymax）]だけが与えられれば、式（９）によって区間内の他の階調でのA
CCデータと原始画像データの差を求めることができる。
【００７９】
【数１５】

【００８０】
ここで、Xmin及びXmaxは各々ある区間での境界値に該当する階調値（原始画像データ）で
あり、Ymin及びYmaxは各々Xmin及びXmaxでのＡＣＣデータと原始画像データの差を示す値
であり、X及びYは各々ある区間での任意の階調値及びその階調値でのＡＣＣデータと原始
画像データの差を示す値である。
【００８１】
このような式（９）によれば、境界点での階調値（Xmin、Xmax）とその階調値でのＡＣＣ
データと原始画像データの差（Ymin、Ymax）だけを分かれば、区間内での該当する階調値
（X）でのＡＣＣデータと原始画像データの差は式（９）で計算することができる。
【００８２】
この時、階調間隔を２の累乗数にすれば、式（９）の割算演算はビットのシフト演算で処
理することができ、入力される画像データの上位ビット列の値で識別できる区間に分割で
きる。例えば、２５６（８ビット）階調の画像データが入力される時、各区間を８階調の
間隔で32区間に分けた場合には式（９）での割算は演算された結果で３ビットをシフトす
ればよく、各区間を識別表示したい場合は、８の倍数である上位５ビットの値で識別表示
できる。
【００８３】
したがって、本発明の第５実施例ではこのような境界値でのACCデータを保存していれば
よい。そして、各区間での境界値は二つであるので、二つのパラメータが存在することが
できるが、前の区間のYmaxは次の区間のYminに該当するので一区間毎に一つのパラメータ
だけを保存すればよい。例えば、入力される原始画像データが８ビット（２５６階調）で
ある場合に区間を分ける間隔を８階調としたら、全体区間の数は３２個になって、境界値
は３２個が必要となり、この境界値でのACCデータだけを保存すればよい。
【００８４】
このような本発明の第５実施例によれば、第１実施例でのR、G、Bデータ補正部５１０、
５２０、５３０は各々３２０（=３２×１０、入力される原始画像データが８ビットであ
る時、８階調間隔に区間を分けてACCデータを１０ビットとした場合）ビットのデータビ
ットを有するメモリだけを有すればよいので、第１実施例に比べてメモリ容量が１２．５
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％（=３×３２０/７６８０）に減る。また、第２または第３実施例でのR、G、Bデータ補
正部５１０、５２０、５３０、外部ACCデータ保存部７００及び内部ACCデータ保存部８０
０がこのようなデータビットだけを有すればいいので、メモリ容量が第１実施例に比べて
顕著に減る。
【００８５】
この時、階調間隔の大きさを大きくすればメモリ容量がさらに減るが、正確度が落ちると
いうのは当然のことである。例えば、１６階調間隔に分ける場合には全体区間の数が１６
個になるのでR、G、B各々に必要なメモリのデータビット数は１６０ビット（=１６×１０
）になって、メモリ容量が第１実施例に対して６．２５％（３×１６０/７６８０）にな
る。そして、３２階調間隔に分ける場合には全体区間の数が８個になるので、R、G、B各
々に必要なメモリのデータビット数は８０ビット（=８×１０）になって、メモリ容量が
第１実施例に対して３．１２５％になる。
【００８６】
このように本発明の第５実施例によって補正されたACCデータ（RACC）は図１３に示した
ように原始画像データ（原データ）に比べて全体的に色温度が下がり、これにより所望の
色温度に補正することができる。
【００８７】
本発明の第１乃至第５実施例では８ビット（２５６）階調を表現する原始画像データが入
力される場合に１０ビットのACCデータを生成する場合を例に上げて説明したが、本発明
はこれに限るものではなく、nビット階調を表現する原始画像データに対してmビットのAC
Cデータを生成する全ての場合に適用することができる。
【００８８】
【発明の効果】
本発明によれば、画像データを色補正することができる。また、画データを色補正してAC
Cデータを生成するのに必要なメモリを顕著に減らすことができる。つまり、従来はACCデ
ータをルックアップテーブル形態でメモリに保存して使用したが、本発明ではロジック演
算によってACCデータを生成するのでロジック演算に必要なパラメータだけをメモリに保
存すればよい。
【００８９】
以上本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限る
ものではなく、上記請求範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者のさまざ
まな変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例による液晶表示装置を示す図面である。
【図２】本発明の第１実施例による色補正部を示す図面である。
【図３】本発明の第１実施例によってBガンマ曲線を目標ガンマ曲線に変更する方法を示
す図面である。
【図４】１０ビットのACCデータを８ビットで表現するための方法を示す図面である。
【図５】各々本発明の第２実施例による色補正部の周辺部を示す図面である。
【図６】各々本発明の第３実施例による色補正部の周辺部を示す図面である。
【図７】　ACCデータと原始画像データの差を示す図面である。
【図８】本発明の第４実施例によってACCデータを生成する方法を示す流れ図である。
【図９】本発明の第４実施例によってメモリに保存されたパラメータをロードしてACCデ
ータを生成する方法を示す図面である。
【図１０】本発明の第４実施例によって補正されたACCデータとR画像データを示す図面で
ある。
【図１１】本発明の第５実施例によってACCデータを生成するために区間を分ける方法を
示す図面である。
【図１２】本発明の第５実施例によってACCデータを示すグラフで一つの区間を示す図面
である。
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【図１３】本発明の第５実施例によって補正されたACCデータとR画像データを示す図面で
ある。
【符号の説明】
１００　　タイミング制御部
１６０　　所定の境界値
２００　　データドライバー
３００　　ゲートドライバー
４００　　液晶パネル
５００　　色補正部
５１０　　Ｒデータ補正部
５２０　　Ｇデータ補正部
５３０　　Ｂデータ補正部
５４０、５５０、５６０　　多階調化部
６００　　ＲＯＭ制御部
７００、８００　　ＡＣＣデータ保存部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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